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昨年、国において交通政策基本法が制定され、地域交通の企画・

実行権限を市町村自治体に移す、新しいシステム作りが始まろうと

しています。市民が生き生きと暮らせるよう福生市も交通基本条例

を制定すべきではないかと問いました。市は、国の交通政策基本計

画策定を待ってとの回答でした。私は、国の動向を待つのではなく、

先進的自治体に習って､今から研究に着手するべきと訴えました。 

６月市議会（６月３日～６月２０日）の結果を報告します。年金引き下げ、消費税引き上げ、物価値上がりなどで、

市民の暮らしと地域経済がますます苦しくなっています。市民の不安が高まる中で開催された６月市議会でした。

日本共産党福生市議団は、国の悪政の防波堤となって市民を守る福生市政になることを基本に取り組みました。 

 横田基地のためにこれまでにどのような損失を被ってきたか、福

生市の見解と対応をたずねました。 

 「騒音、事故への不安、治安上の問題など、生活環境面への影響

が大きい。特に、福生市は行政面積の１／３を横田基地に提供し都

市計画上も、税、財政上も大きな発展阻害要因となっている。市と

しては、そのことを常々、国に対して主張してきた。その結果、下

水道等のインフラ整備や公共施設の整備はいち早く進めることが

できた。」と回答しました。 

 私は、横田基地があるための被害（損失）は 

今も続いており、甚大であることを具体的に指 

摘し、福生市の一層の努力を求めました。 

 横田基地に起因する事故被害は、過去どのようなものがあったか

たずねました。 

 「航空機墜落事故が 16 件、航空機からの部品や物体の落下、紛

失事故が 19 件、物資投下訓練中の基地外落下が 1 件、その他航空

機燃料漏れ事故、火災消火活動による魚の浮上死事故があった。」

との回答がありました。私は、公表されていない燃料漏れ事故だけ

でも、米国の情報公開制度による資料では 90 件に及ぶことを指摘

し、基地がある限り、こうした市民への危険、被害はなくならない。

日本も東南アジアの国々のように、軍事に頼らず、外交、話し合い

によって平和を維持する方向にこそ進むべきと訴えました。 

奥富喜一 090-8955-2831 

池田公三  090-7946-5137 

米軍横田基地があるための損失は 

 憲法 26 条には「義務教育はこれを無償とする」とあります。

学校給食は食育教育の中核ですから、本来は無償とすべきです。

戦後の財政事情から、食材費のみ保護者負担（学校給食法）とな

っているだけです。憲法の精神からも無料化を目指すべきです。 

 

 福生市は「生産地において安全が確認されている食材を使って

いるから大丈夫」としていますが、サンプル検査であり 100％

安全とは言い切れません。自前の放射能測定器を備えれば、毎日

調理後の一食分を 15 分で測定でき、安全を確認できます。費用

対効果も充分です。しかし、市はその考えはないとの回答でした。 

食物アレルギー対応業務の外部委託は見直しを 横田基地に起因する事故について 

「義務教育は無償とする」（憲法 26条） 

 3 月に発表された福生市の「まちづくり総合活性化研究報告書」

では、福生市を通る民間バスは周辺自治体の市民を福生駅、拝島駅

に運ぶことが中心目的であり、福生市内を循環していないため､福生

市民にとっての利便性にはつながっていない。福祉バスも、公共施

設とバス停留所が離れている箇所が多くあり、市民と公共施設を結

ぶ手段としては不十分と指摘しています。ここを補うために、市民

だれもが乗れる循環バスが必要なのです。「住み続けたいまち福生」

をめざすためにも、子ども、若者、働く人、お年寄りなど、市民誰

もが自由に移動できる権利を保障するべきです。 

毎月、第 2・第 4火曜日 

予約が必要です。奥富・池田まで。 

奥富喜一  
553-3927  

池田公三  
530-0705  
 

２０１４年 

７月号 

№ 0２３ 福生市議団ニュース 

安全・安心な給食のため、毎日一食分の放射能測定を 

 市は、給食センター職員の定年退職後は、 

経費節減を見込んで、一般調理部門も民間 

への業務委託を検討するとしています。 

これは委託先職員の低賃金を前提にした想定です。また、公設の

給食センターでの業務委託は偽装請負の疑いがあり、調理員の実

態は派遣労働にあたるという見解もあります。さらに、「採算が合

わない」という理由で撤退してしまい、代わりの業者が見つから

ないという事態に陥るリスクもあります。やはり、学校給食は将

来にわたって､市の直営で責任を持って実施すべきです。 

 

少子化対策、子育て世代の定住化施策として有効 

 全国的に、学校給食無料化を政策として実施している自治体が

増えています。人口減少対策、子育て世代定住化策として有効で

あり､住民からも喜ばれています。「子育てする 

なら福生」を掲げる福生市こそ、東京で初めて 

の学校給食費無料化に取り組むべきです。 

だれでも乗れる循環バスを 

食育教育推進で学校等との連携を 

学校給食は将来にわたって市の直営で 

 食育教育上からも優れた施設であり、期待しています。学校と

の連携をはかること、統計によると､福生市の児童生徒の朝食を

食べない割合が高いことから、保護者への食育情報発信などを求

めました。市は、「給食だより」等で取り組むと回答しました。 

 食物アレルギー対応の給食を外部の民間業者に委託することは

問題があります。市は、食物アレルギー専用の人材確保が困難と

していますが、実施までの 2 年半で栄養職員を中心に研修を積み､

市が責任を持って対応すべきです。子どもたちのために誇りと責

任を持って働く職員を育てることこそ肝要ではないでしょうか。 

新学校給食センターイメージ図 

 

横田に飛来したMC-130P 

自衛隊機に空中給油していた 

住み続けたいまちを目指して 

交通基本条例の制定を 



 ６月市議会では、７件の議案・陳情が審議されました。日本共産党は福生市民の安全と生活

を守り、市政が国の悪政からの防波堤となるよう、意見を述べ、態度を表明しました。 

 

 

 

  

日本共産党がこの条例改正に反対する第一の理由は、福生市の税

収が減ってしまうことです。大切な地方自治体の税収である法人市

民税を引き下げ、その分を国が地方法人税として吸い上げてしまう

のです。福生市で 3,600 万円/年の減収です。さらに、自動車業界

の強い要請に添って、自動車取得税（都税）が引き下げられ、東京

都から福生市への自動車取得税交付金も 2,500 万円/年減ります。 

 条例改正に反対する第二の理由は、この減収の穴埋めとして、軽

自動車税（市税）引き上げが行われることです。市民や零細自営業

者は苦しい営業、生活実態の中で税金の比較的低い軽自動車にシフ

トする方が増えています。経済的に苦しくても営業や生活に不可欠

な軽自動車をなんとか維持している方への情け容赦ない増税です。

しかも、13 年以上大切に使用した方には 20％増しの重課税です。

新車に買い換えさせようとする自動車業界の思惑に沿った悪税で

す。これによる福生市税の増収は 1,200 万円/年で、上記の減収分

6,100 万円の穴埋めにもなりません。 

 市財政にもマイナス、市民にもマイナスです。 

国の悪政をそのまま無批判的に福生市に持ち込む 

この条例「改正」には反対です。 

 

 

 

 

                   （意見書要旨） 

 

ウィルス性肝炎患者に対する医療費助成は、対象がインターフェ

ロン治療と B 型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているた

め、肝硬変、肝がん患者などの患者は高額の医療費を負担せざるを

得ないだけでなく、就労不能の方も多く、生活に困難を来している。

肝硬変、肝がんにより毎年 4 万人の方が亡くなっており､医療費助

成を含む生活支援の実現は､緊急な課題である。 

よって、本議会は､次の事項を実現するよう強く要望する。 

１．ウィルス性肝硬変・肝がんに係わる医療費 

助成制度を創設すること。 

２．身体障害者福祉法上の肝機能障害による 

身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者 

の実態に応じた認定制度にすること。 

 

 

 福生市では、中高年主体のサークルが多く、青年主体のサークル

が少ないのが現状です。公民館事業も青年を対象にしたものはない

とのことです。一方、この陳情にもあるように、勤労青年の置かれ

ている現状は厳しく、ブラック企業、ブラックバイトという言葉が

生まれるほど、若者にとっては未来に希望のもてない労働環境が広

がっています。若者が希望を持って住み続けられる福生市を目指す

ためにも、こうした若者＝勤労青年を対象にした、勤労青年教育が

必要です。青年の自主的な活動や学習を支援する条件整備が必要で

す。歴史的に見ても、福生市で現在、公民館活動で活発に活動して

いるサークルの多くが、公民館講座から生まれ、あるいは、公民館

行事に関わって発展してきたのです。福生市の 

社会教育を一層充実させるためにも、勤労青年 

教育に新たな視点で取り組むことは大きな意義 

のあることと考え、本陳情に賛成します。 

 

 

陳情２６

－５号 

陳情２６

－４号 

  

 

  

 政府の進める医療・介護総合法（６月１８日、自公の賛成で可決）は、

入院病床を 42 万床も削減して入院患者を病院から追い出す、特養

老人ホームへの入所者も要介護 3 以上に限定する、要支援者や軽度

者は施設にも入所させず、区市町村が行う（ことになっている）地

域支援事業在宅サービスに移行させるというものです。全国どこの

市民にも同等の介護保険給付を行う国の責任を放棄するものです。 

しかも、現状は、多くの区市町村が地域支援事業を行う能力がな

いと表明しています。結果、家族に過大な負担がかかる「自助」ば

かりが強まる恐れがあります。「介護保険料は払っているのに、介

護（給付）が受けられない」という市民が続出してしまいます。こ

れでは、「漂流患者」や「介護難民」が増え続けるばかりです。そ

こには、ひたすら給付費削減のため、公的保険で医療・介護を受け

られる人を少なく限定しようという発想しかありません。 

こうして、地方自治体の実情も考慮せず、一方的に法案成立を目

指す政府に対して、5 月 9 日までに全国の 210 の 

地方議会から反対の意見書が寄せられており、法案 

成立した 6 月 18 日以降も続々と上げられています。 

福生市としても、本陳情を採択し､意見書を上げる 

べきです。 

陳情２６

－６号 

議案 

１８号 

         

 

 

               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

主 な 議 案 や 陳 情 
議案・陳情に対する各会派の態度 

備考 
共産党 正和会 公明党 市民ク 生活ネ 無所属 

議案１８号 福生市賦課徴収条例等の一部を改正する条例 × ○ ○ ○ × ○ 下記の記事参照 

議案１９号 福生市都市計画税条例の一部を改正する条例 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地方税法一部改正に伴う引用規定整備 

議案２０号 平成 26 年度福生市一般会計補正予算（第１号） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 体育館非構造部材落下防止対策など 

陳情２６－４号  これからの勤労青年教育のあり方に関する陳情 ○ × × × × × 下記の記事参照 

陳情２６－５号 ウィルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充に関する陳情 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 陳情採択に伴い、福生市議会として

国への意見書を採択しました。 

陳情２６－６号 医療・介護総合法案による介護保険制度の見直しを行わないよ

う意見書提出を求める陳情 
○ × × × ○ × 下記の記事参照 

 １日、米軍普天間飛行場を目指し、沖

縄県宜野湾市の上空をヘリモードで飛行

するオスプレイ＝共同通信社ヘリから 

 

態度表明欄の ○は賛成・採択、 ×は反対・不採択 △は継続審査 の意味 

（日本共産党・池田公三市議の賛成対討論要旨） 

（日本共産党・池田公三市議の反対討論要旨） 

（日本共産党・奥富喜一市議の賛成討論要旨） 


